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の歴史に学ぶ
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ガンマ線バーストの発見

Vela	衛星



1950年代後半:	
アメリカとソビエト連邦の冷戦

•宇宙開発競争
• 1957年 ソビエト:	世界初の人工衛星スプートニク1号の軌
道投入に成功

• 1958年 アメリカ:	NASA	の設置
• アメリカ:	宇宙の平和的利用:	星同士の戦争の禁止、月面
上への爆弾設置の禁止、大気内外での核実験の禁止 (た
だし、ワシントンDCの政治家達は核兵器についてほとんど
知識なし)

• Los	Alamos	国立研究所の Sterling	Colgate	アメリカ国務省
(State	Department)	の科学顧問に任命



場所:	ニューメキシコ
州、ロスアラモス

- 1943年 (第二次世界大戦中)	設立
- マンハッタン計画の中の原爆の開発
- 1945年広島に投下された「リトルボーイ」、
長崎に投下された「ファットマン」を製造

Los	Alamos	National	Laboratory	(LANL)



Los	Alamos	National	Laboratory	(LANL)

LANL



Los	Alamos	(ロス・アラモス)周辺
White	Rock

Bandelier	National	Monument

Valles	カルデラ
典型的なニューメキシコ料理
Guacamole

Burrito

Green	chile



Nuclear	Test	Ban	Treaty
• 1959年12月国連 (ジュネーブ):	Nuclear	Test	Ban	
Treaty	(核実験禁止条約)の前進となるCommittee	on	
the	Peaceful	Uses	of	Outer	Space	(COPUOS)	を制定
(24名)
• Colgate	(LANL):	不法な宇宙での核実験を監視する衛星シ
ステムの開発を任命

Vela	衛星
(“velar”	はスペイン語で“監視する”という意味)

[アメリカの懸念]	ソビエトが月の裏側で核実験を実施するのでは…



大気の窓

半減高度が高い程,、大気による吸収が大きい

紫外線、X線、ガンマ線はほぼ完全に大気に吸収される



どのように核実験を監視するか

Vela	satellite

Earth

Vela

Vela

γ−ray

γ−ray

Moon

γ−ray
広島に投下されたウラン原爆
(自発核分裂)
235U	+	n											95Y	+	139I	+	2n

Colgate:	核実験後には大量の放射線
が生成されるので、ガンマ線(放射線)
検出器を Vela衛星に搭載し、監視する

Vela	衛星
ちなみに Colgate	は超新星からガンマ線を放出
するモデルを提唱した有名な宇宙物理学者

- 2機の衛星を異なる軌道に同時に打ち上げる
事で、2つの検出器で同時に検出したものを “本
物の信号”と判断

（核分裂生成物からのガンマ線と中性子線）



シンチレーション検出器

ガンマ線が入射して、物質中でエネルギーを失うと、そのエネル
ギーに応じた光 (可視光～紫外線)を 放つ。その光を光に感じる
装置で読みだす。通常は光電子増倍管や光ダイオードなどを用
いる。

光電子増倍管で光が電子に変換され、さらに１０６－１０８倍される。
à最終的に、γ線が入射すると、微弱な電流（電荷）が生じる。

Vela:	NaIや CsI シンチレータを使用



本物の信号?

本物のガンマ線バースト 恐らく軌道上の荷電粒子
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Vela	衛星

• Vela	1: 1963年10月打ち上げ
• 32秒置きに放射線の量を計測
• 1963年:	Nuclear	Test	Ban	Treaty	が
アメリカ、イギリス、ソ連の間で制定

• Vela	2:	1964年7月打ち上げ
• Vela	3:	1965年7月打ち上げ

• 0.5秒置きに放射線の量を計測
• Vela	4:	1967年

• 1/8秒置きに放射線の量を計測

Ray	Klebsadel (LANL)

Ray	Klebsadel



ガンマ線バーストの発見

• Vela	4	の1967年7月2日のデータでVela	4A/4B	両
方にダブルピークの構造をもつ“バースト”を発見

実際に論文として発表
したのは 1973年



ガンマ線バーストは
どこから来ているのか?

- Vela	5	and	Vela	6



ガンマ線バーストの到来方向?
• Vela	4:	1967年7月2日のイベント

• 2機の衛星で同時に観測:	荷電粒子帯を衛星が通過した
事によるバックグランドではないだろう

• この日に太陽フレアーが観測されたという報告はないが、
太陽フレアーの可能性は否定できない

ガンマ線源の到来方向を知りたい!!

(天文学 =	光の到来方向を決める)



CALET	GRBモニターで観測した
太陽フレアー

Ra
te
	[c
/s
]

Time	since	7/18/2016	8:12:07	[sec]

HXM	7-10	keV

HXM	10-25	keV

HXM	25-50	keV

HXM	50-100	keV



ガンマ線バーストの到来方向?
• Vela	4:	1967年7月2日のイベント
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どのようにしてガンマ線の
到来方向を決めるか

•データとしてはガンマ線の時系列データ (時刻とあ
る時間間隔でのガンマ線の個数)のみ
• ガンマ線は透過力が強いので、可視光の望遠鏡
のようにイメージを撮る事が難しい



どのようにしてガンマ線の
到来方向を決めるか

•データとしてはガンマ線の時系列データ (時刻とある
時間間隔でのガンマ線の個数)のみ
• ガンマ線は透過力が強いので、可視光の望遠鏡の
ようにイメージを撮る事が難しい

1.	同じ検出器を衛星上に違う方向を向けて数
台用意し、検出したイベント数の違いから到来
方向を決める (Konus ->	BATSE	->	Fermi-GBM)
2.観測装置を遠く離して、同じイベントの到来
時間の差から到来方向を決める (Vela	->	IPN)



時間差を用いて到来方向を決める

例えば 2	x	104	km	離れていると、約 64	ミリ秒の到来時間の差が
期待される



Vela	5	and	Vela	6

• Vela	5:	1969年3月23日打ち上げ
• Vela	6:	1970年4月8日打ち上げ

(本来打ち上げる計画ではなかった)

• 64	ミリ秒の時間分解能
• 6個の CsI (10	cm3)	等方的に配置
• 半径 1.2	x	105 km	の円軌道に、ほ
ぼ等間隔に Vela	5A/B,	Vela	6A/B	
を配置

Klebesadel,	 Strong,	Olson	1973

2017	August	22

1969年-1972年の間に Vela	5	と Vela	6	
で16個のガンマ線バーストを検出
(Klebesadel et	al.	1973)



大きいことはいいことだ!
Compton	Gamma-ray	Observatory:	

BATSE



多くのガンマ線バーストが検出できるはず

• Jerry	Fishman	(NASA/MSFC)
• Vela	衛星に搭載されていた小さい検出器
で月に一回程度バーストが観測されるな
らば、大きな検出器を用意したら、一日
数個観測できるはず (1973年のアメリカ
天文学会での Ray	Klebesadel のガンマ線
バースト (GRB)	発見の講演を聞いて).



Fishman	の予想
• Fishman	のガンマ線検出器はVela	の検出器より100
倍大きい(感度が良い)
• Vela	よりも100倍暗いGRB	が検出できるはず
•距離にすると10倍遠い所まで観測できるはず (明る
さは距離の2乗で暗くなる)
•距離で10倍という事は体積にすると1000倍 (体積は
距離の3乗)	になるので、Vela	の約 1000倍の GRB	が
検出できるはず

Vela	は年間 12個の GRB	を検出したので、100倍大きな検出器
だったら、年間 1200個.		一日に30個は検出できると予想.



大きな検出器で気球実験

• 1975年 2回の12時間飛行 ひとつも検出できず
• 1980年、1982年直径50cmの検出器を4つ
• 1980年10月6日 19時間飛行 1つ弱いGRBを検出
• 1982年5月29日 24時間飛行 ひとつも検出できず

2回の気球飛行で約 40個の GRB	の検出を予想していた…

全然、ガンマ線バーストが受からない



気球実験

衛星と違って、実験機器の大きさや重量、打ち上げ時の振動や衝撃などへの搭載条
件が厳しくない。また、コストも低く抑えられる。更に、回収可能。

「大気球で新しいチャレンジ」 吉田哲也先生 (ISASホームページ記事)

日本からだと 5月下旬、8月下旬に放球



大きな検出器で気球実験
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• 1982年5月29日 24時間飛行 ひとつも検出できず

2回の気球飛行で約 40個の GRB	の検出を予想していた…

全然、ガンマ線バーストが受からない



暗いバーストの数が少ない?

• Fishman	の大きなガンマ線検出器ではVela	に比べ
て10倍遠い距離 (1000倍大きい体積)	まで観測して
いるはずなのに、バーストの検出は高々1個

暗い、つまり遠いバーストの数は少ないのでは?

Fishman:	GRB	の検出は1日程度しか観測できない気
球観測じゃ難しい.	長い時間観測し、多くのバースト
を検出し、統計的な議論をする.



NASA	Gamma-ray	Observatory

• NASA	1985年打ち上げのガンマ線衛星を計画
• 1978年 Fishman	の ‘Transient	 Event	Monitor’	採択

• もともと12台の検出器として提案
したが、NASA	は6台しか認めない
(衛星の下半分だけカバー)

• 全天をカバーするため、8台 (衛星
の4つ角に上下1台ずつ)を要求し、
認められる

• 名前も BATSE	(Burst	And	Transient	
Source	Experiment)	に変更



BATSE検出器

LAD	は直径 50	cm	(2025	cm2	),	1.3	cm	厚

BATSE	LAD	NaI



Gamma-Ray	Observatory



1990年 BATSE:	
放射線源照射キャリブレーション



GRO:	1991年4月打ち上げ

• スペースシャトル (STS-37)	
で打ち上げ

• 総重量:	17	トン (最も重た
い科学衛星)

• 総額 $620M	(当時のレート
で870億円)

• 観測帯域:	20	keV – 30	GeV
• 打ち上げ後:	Compton	

Gamma-Ray	Observatory	
(CGRO)	と改名

• 2000年6月4日、大気に落
とす (1999年12月 3つある
ジャイロの内の1つが故障)





ガンマ線バーストは近傍で起こっ
ているのか、それとも遠方で起

こっているのか



CGRO:	BATSE	(1991-2000)

巨大な検出器 ->	非常に暗い GRB	までしっかりと観測できている



GRB	到来方向の決定方向

様々な異なる方向を向いている
検出器の光度曲線から、GRB	が
観測されている検出器と検出さ
れていない検出器から、GRB	の
到来方向を決定する

Fermi-GBM	の例

位置決定精度は数度



BATSE:	GRB	の2次元空間分布

銀河座標系



1143個惑星状星雲
(天の川銀河内に分布)



Fermi	LAT:	>	1	GeV



BATSE	GRB	の累積明るさ分布



Flux	~	r-2
N	~	r3

r	~	(Flux)-1/2
N	~	(Flux)-3/2



1995年 ‘Great	Debate’

GRB	遠方説
Bohdan Paczynski (Princeton	U.)´

GRB	近傍説
Donald	Lamb	(U	of	Chicago)

- Baird	auditorium	(Smithsonian	Museum	of	Natural	History)
- 200	scientists



Paczynski:	系外説´
‘How	Far	Away	Are	Gamma-Ray	Bursts’		(Paczynski 1995)´



Lamb:	系内 (中性子星)	説

パルサー (中性子星)の全天分布

速い速度を持つ中性子星 (v	>	800	km/s)	が作っ
たと思われる銀河コロナの全天分布

‘The	Distance	Scale	to	Gamma-Ray	Bursts’		(Lamb	1995)



Lamb:	系内 (中性子星)	説

軟X線リピーター (強磁場中性子星)

- 軟X線リピータの光度曲線は GRB	っぽい
- 系内の連星中性子星で観測されている
サイクロトロン共鳴線が GRB	のスペクト
ル (Konus-Wind	や GINGA)	で観測されて
いる

GRB

系内連星中性子星



Don	Lamb
私 Ed	Fenimore

Ed	の奥さん
Sue

私の妻

Don	の奥さん
Linda



めっちゃ混乱する…

Don	Lamb	(シカゴ大学)
- 理論宇宙物理
- GRB,	中性子星,	超新星

Fred	Lamb	(イリノイ大学)
- 理論宇宙物理
- X線連星系


